2017 年
12 月 1 週
（49 号）
コープぎふ・コープあいち・コープみえ
※カタログ作成時点での情報ですので、変更となる場合がございます。

頁

注文
番号

1

015

長崎風ちゃんぽん

1

022

味わう おみそ 汁し じ

商品名

み(フリーズドライ)

一括表示原材料名
めん（小麦粉、食塩／着色料（クチナシ黄色素））、具（野菜
（キャベツ、たまねぎ、もやし、にんじん、きぬさや、コーン（遺
伝子組換えでない））、ボイルいか、ボイルえび、きくらげ、植
物油脂、味付け豚肉、揚げかまぼこ、パン粉粉末（小麦・大豆
を含む）、食塩、こしょう／加工でん粉、調味料（アミノ酸等）、
炭酸水素Ｎａ、ｐＨ調整剤）、スープ（ガラスープ（乳成分・牛
肉・鶏肉・豚肉を含む）、しょうゆ（小麦を含む）、動物油脂（大
豆を含む）、食塩、米発酵調味液、ごま油、野菜エキス、たん
白加水分解物、魚介エキス、こしょう／調味料（アミノ酸等）、
アルコール、酸味料）
しじみ、調合みそ、豆みそ、ねぎ、かつお風味調味料、しょう
ゆ、デキストリン、しじみエキス、かつお節粉末／調味料（アミ
ノ酸等）、カラメル色素、酸化防止剤（ビタミンＥ）、酸味料、
（一部に小麦・乳成分・さば・大豆・魚醤（魚介類）を含む）

1

023

朝 のフレッシ ュ生 ハ 豚ロース肉、糖類（水あめ、砂糖）、食塩、調味料（アミノ酸）、
酸化防止剤（ビタミンＣ）、発色剤（亜硝酸Ｎａ）
ムロース

1

024

アップルスパークリン

りんご、二酸化炭素、香料

グ 100%(濃縮還元)

7

089

ぴよっちサブレ (い 小麦粉、マーガリン、砂糖、ショートニング、鶏卵、いちごパウ
ダー、加糖練乳、全粉乳、バター、食塩
ちご)

13

155

六花亭クリスマスパ 【雪やこんこ】小麦粉、乳製品、バター、砂糖、ココアバター、
オリーブ油、アーモンド粉末、卵、ココアパウダー、ヨーグルト
ーティー
粉末、リキュール（オレンジを含む）、カカオマス、食塩、レモン
粉末、オレンジペースト、トレハロース、植物レシチン（大豆由
来）、膨張剤、香料 【畑の大地ひろびろ（クリスマス）】小麦
粉、バター、砂糖、カカオマス、ココアバター、ココアパウダ
ー、餅粉、アーモンド粉末、ローマッセ、クリームパウダー（乳
製品）、卵、コーンスターチ、食塩、オリーブ油、バニラビーン
ズ、トレハロース、植物レシチン（大豆由来）、膨張剤、香料
【花の大地ひろびろ（クリスマス）】小麦粉、乳製品、バター、砂
糖、ココアバター、乾燥苺、卵、アーモンド粉末、コーンスター
チ、全粉乳、ローマッセ、餅粉、ヨーグルト粉末、食塩、ラム
酒、ブランデー、トレハロース、植物レシチン（大豆由来）、膨
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頁

注文
番号

13

3200

14

161

14

162

14

167

23

370

23

371

23

391

24

413

商品名

一括表示原材料名

張剤、香料 【ストロベリーチョコ（ホワイト）】乳製品、ココアバ
ター、乾燥苺、ヨーグルト粉末、砂糖、レモン粉末、植物レシ
チン(大豆由来) 【クリスマスホワイトチョコレート】乳製品(生
乳、砂糖)、ココアバター、植物レシチン（大豆由来）、香料
【ミルクチョコレート】乳製品（生乳、砂糖）、ココアバター、砂
糖、カカオマス、バニラビーンズ、植物レシチン(大豆由来)【カ
ラフル・マンス】乳製品（生乳、砂糖）、ココアバター、マンゴー
粉末、メープルシュガー、紅茶、ラズベリー粉末、パッションフ
ルーツ粉末（オレンジを含む）、抹茶、カカオマス、クリームパ
ウダー(乳製品)、オリーブ油、植物レシチン(大豆由来)、香料
ロイズバトンクッキー 砂糖、ココナッツ、小麦粉、全卵、ココアバター、バター、植物
油脂、カカオマス、脱脂粉乳、全粉乳、マーガリン、食塩、乳
ク リ ス マ ス ( コ コ ナ ッ 化剤、（原材料の一部に大豆を含む）
ツ)
ドルチェ･くろみつ抹 乳等を主要原料とする食品（食用植物油脂、乳製品、砂糖、
乳脂肪、加糖卵黄）、鶏卵、砂糖、黒糖蜜（黒糖、原料糖、液
茶(ケーキ)
状ぶどう糖）、牛乳、小麦粉、透明上掛けゼリー（還元水飴、
砂糖、水飴）、ショートニング、還元水飴、油脂加工品（食用植
物油脂、はっ酵乳）、加糖卵黄、加工油脂（還元水飴、食用
植物油脂）、マーガリン、コーンスターチ、抹茶、着色料（ほう
れん草、カラメル、カロテノイド）、乳化剤、香料、膨脹剤、糊
料（ペクチン）、リン酸塩（Ｎａ、Ｃａ）、酸味料、ｐＨ調整剤、酸
化防止剤（Ｖ．Ｅ）、（原材料の一部にオレンジ、大豆を含む）
ドルチェ･ミルクリッチ 乳等を主要原料とする食品（食用植物油脂、乳製品、砂糖、
乳脂肪、加糖卵黄）、砂糖、鶏卵、牛乳、加糖れん乳、小麦
(ケーキ)
粉、還元水飴、ショートニング、加糖卵黄、マーガリン、コーン
スターチ、食用植物油脂、乳化剤、香料、膨脹剤、リン酸塩
（Ｎａ）、ｐＨ調整剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、糊料（ペクチン）、着
色料（カロテン）、（原材料の一部に大豆を含む）
ディズニ ーツ ムツ ム コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、粉糖（砂糖、デキスト
リン）、砂糖、ばれいしょでん粉（遺伝子組換えでない）、粉末
フルーツラムネ
果汁（ピーチ、パイン、グレープ）、ゼラチン／酸味料、重曹、
着色料（アントシアニン、カロチノイド、クチナシ）、香料
ジ ャージ ー牛乳プリ 生乳、乳製品、乳等を主要原料とする食品、砂糖、ゼラチン、
卵黄、寒天、洋酒、食塩、トレハロース、増粘剤（加工でん粉、
ン
増粘多糖類）、香料、pH 調整剤、乳化剤、メタリン酸 Na、（原
材料の一部に卵を含む）
ジ ャージ ー牛乳プリ 生乳、乳等を主要原料とする食品、乳製品、砂糖、コーヒー、
ゼラチン、寒天、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、乳化
ン(カフェラテ)
剤、香料、pH 調整剤、メタリン酸 Na
ロルフスモ ークチ ー ナチュラルチーズ、マルトデキストリン、明太子エキス、明太子
風味調味料、ゆず胡椒、唐辛子、乳化剤、安定剤（加工デン
ズ(明太子味)
プン）、調味料（アミノ酸等）、香料、カロチノイド色素、香辛料
抽出物
もち麦十六穀

もち麦（大麦）、押麦、玄麦、もち玄米、きび、あわ、ひえ、燕
麦、黒米、高きび、アマランサス、大豆、発芽玄米、キヌア、黒
ごま、はと麦
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頁

注文
番号

27

484

商品名

一括表示原材料名

ボイルたらばがに(ハ たらばがに
ーフカット)

27

486

シーフードミックス

33

613

国産鶏とひじきの炊

35

651

36

669

36

679

37

710

38

732

40

753

いか（チリ）、えび（ミャンマー）、イタヤ貝（中国）、食塩／ｐＨ
調整剤、調味料（アミノ酸等）

鶏肉（国産）、にんじん（中国産）、しょうゆ（小麦・大豆を含
む）、水あめ、砂糖、ひじき、米発酵調味料、みりん、かつお節
き込みご飯の素(2 合 エキス、かつお節、食塩、昆布エキス、醸造酢、昆布、煮干、
用)
椎茸、酵母エキス／酒精
焼いて食べる!あらび 豚肉、豚脂肪、食塩、香辛料、砂糖／カゼインＮａ、調味料
（有機酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）、香料、ビタミンＢ１、
きウインナー(レモン （一部に乳成分・豚肉を含む）
&パセリ)
お 肉 と キ ャ ベ ツ の う キャベツ、食肉（豚肉、牛肉）、たまねぎ、かんぴょう、アスパラ
ガス、パン粉（小麦を含む）、でん粉、食塩、しょうゆ（大豆を含
ずまきロールキャベ む）、香辛料
ツ
鶏肉（国産）、砂糖、液体塩こうじ、食塩、チキンエキス調味
料、香辛料、酵母エキス、デキストリン、衣(小麦粉、パン粉、
フライドチキン (骨な でんぷん、大豆粉、香辛料、食塩、粉末油脂、植物油脂、砂
し)
糖)／加工デンプン、着色料(パプリカ粉末、カロチノイド)、トレ
ハロース、重曹、酒精、増粘多糖類、揚げ油(なたね油、パー
ム油)
やみつきささみ(にん 鶏肉（国産）、しょうゆ（大豆を含む）、おろしにんにく、たんぱ
く加水分解物、食塩、香辛料、水あめ、衣(小麦粉、でんぷん
にく醤油味)
(とうもろこし(遺伝子組換え不分別))、おろしにんにく、食塩、
植物油脂)／加工デンプン、調味料（無機塩等）、重曹、着色
料(カラメル、カロチノイド)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、チア
ミン、揚げ油(なたね油、パーム油)
具だ くさん国 産き の ぶなしめじ（国産）、豆腐、たまねぎ（国産）、魚肉（いとよりだ
い）、にんじん（国産）、植物油脂、粉末状大豆たん白、まいた
この揚げだし豆腐
け（国産）、衣（小麦粉、でん粉、食塩）、小麦粉、砂糖、しいた
け（国産）、食塩、かつおエキス、酵母エキス、揚げ油（植物油
脂）、加工でん粉、豆腐用凝固剤、（原材料の一部に、さばを
含む）天つゆ（水あめ、発酵調味料、しょうゆ、かつお節エキ
ス、かつおエキス、醸造酢、昆布エキス、魚醤、（原材料の一
部に、小麦、魚介類を含む））
おうちで串揚げ屋さ 【いか串】いか、衣（パン粉、小麦粉、砂糖、コーンスターチ
（遺伝子組換えでない）、食塩、植物油脂、ショートニング）／
ん
加工でん粉、膨張剤、乳化剤、調味料（核酸）【かぼちゃ串】
かぼちゃ、衣（パン粉、小麦粉、砂糖、食塩、コーンスターチ
（遺伝子組換えでない）、植物油脂、ショートニング）／加工で
ん粉、膨張剤、乳化剤、調味料（核酸）【れんこん串】れんこ
ん、衣（パン粉、小麦粉、食塩、砂糖、コーンスターチ（遺伝子
組換えでない）、植物油脂、ショートニング）／加工でん粉、膨
張剤、乳化剤、調味料（核酸）【いんげん串】いんげん、衣（パ
ン粉、小麦粉、食塩、砂糖、コーンスターチ（遺伝子組換えで
ない）、植物油脂、ショートニング）／加工でん粉、膨張剤、乳
化剤、調味料（核酸）【えび串】えび、食塩、衣（パン粉、小麦
粉、食塩、砂糖、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、植
物油脂、ショートニング）／加工でん粉、膨張剤、乳化剤、調
国産若鶏クリスピー
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頁

注文
番号

41

775

42

3215

42

807

44

831

44

832

47

3238

商品名

一括表示原材料名

味料（核酸）、ポリリン酸Ｎａ
味仙 郭政良元祖台 めん［小麦粉、卵白粉、小麦たん白、食塩／かんすい、クチナ
シ色素、（一部に卵・小麦を含む）］、スープ［たん白加水分解
湾ラーメン
物、肉エキス、しょうゆ、ラー油、食塩、砂糖、植物油脂、豆板
醤、香辛料、白菜エキス、酵母エキス、豚脂／調味料（アミノ
酸等）、加工でん粉、着色料（カラメル、パプリカ色素）、香辛
料抽出物、酸味料、香料、（一部に小麦・大豆・鶏肉・豚肉・ご
まを含む）］、具［味付け豚肉（豚肉、おろしにんにく、しょうゆ、
ラード、その他）、にら／調味料（アミノ酸等）、（一部に小麦・
大豆・豚肉を含む）］
からだに思いやりお 野菜（もやし、ほうれん草、じゃがいも（遺伝子組換えでな
い）、キャベツ、赤ピーマン、たまねぎ、えだまめ（大豆：遺伝
かずチキン南蛮セッ 子組換えでない）、とうもろこし（遺伝子組換えでない）、ねぎ、
ト
にんじん）、鶏肉、はるさめ、植物油脂（ごまを含む）、ばれい
しょでん粉（遺伝子組換えでない）、半固体状ドレッシング（乳
成分・大豆・りんご・ゼラチンを含む）、しょうゆ、きくらげ、鶏
卵、糖類（砂糖、麦芽糖）、清酒、わかめ、粉末水あめ、食酢、
しらす干し、しょうがペースト、レモン濃縮果汁、みりん、バタ
ー、乾しいたけ、オイスターエキス（小麦を含む）、中華風調味
料、濃厚かつおだし、食塩、乾燥たらこ、にんにくペースト、香
辛料、濃厚こんぶだし、ポークエキス、豆板醤、酵母エキス、
粉末しょうゆ／増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、加工でん
粉、トレハロース、調味料（アミノ酸等）、乳化剤、リン酸塩（Ｎ
ａ）、ｐＨ調整剤、着色料（カラメル、ベニコウジ色素）、香辛料
抽出物
めん〔小麦粉、食塩 ／ 加工でん粉〕、つゆ〔しょうゆ、本みり
黄金だし鍋焼うどん
ん、さば削りぶし、いわし削りぶし、砂糖、食塩、ゼラチン、そう
だかつお削りぶし、酵母エキス、昆布、椎茸粉末、かつお削り
ぶし ／ 増粘剤（加工でん粉）、調味料（アミノ酸等）〕、具
〔野菜（ほうれん草、ねぎ、白菜）、鶏つくね、ボイル椎茸、ボイ
ルえび、きざみ揚げ、かまぼこ、麩、しょうゆ、食塩、酒 ／ 加
工でん粉、増粘剤（加工でん粉）、ｐＨ調整剤、調味料（アミノ
酸）、豆腐用凝固剤、酸化防止剤（Ｖ．Ｅ）、着色料（トマト色
素）〕、（一部に小麦・卵・えび・大豆・鶏肉・豚肉・さば・ゼラチ
ンを含む）
香味野菜香るタンメ 【めん】小麦粉、食塩、小麦たん白、植物油脂、卵白（卵を含
む）／加工でん粉、アルコール、かんすい、着色料（クチナシ
ン
黄色素）【スープ】食塩、チキンエキス（小麦を含む）、しょうゆ
（大豆を含む）、植物油脂、たん白加水分解物、ごま油、香味
油（豚肉を含む）、にんにく、チキンオイル、砂糖、オニオンエ
キス、こしょう、酵母エキスパウダー、しょうが／ 調味料（アミノ
酸等）、アルコール、増粘剤（キサンタンガム）、着色料（カラメ
ル）、酸化防止剤（ビタミンＥ、ビタミンＣ）、香辛料抽出物
名古屋駅 住よ し 監 めん（小麦粉、食塩、植物油、加工でん粉、酸味料、ソルビト
ール、植物レシチン（大豆由来））、添付調味料（醤油、魚介
修きしめん
エキス、食塩、砂糖、発酵調味料、調味料（アミノ酸等）、酒
精、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、さばを含む））、か
つお削りぶし
はちみつ風味仕立て 梅､漬け原材料(還元水飴､醸造酢､果糖､食塩､はちみつ)､酸
味料､ビタミンＢ1､唐辛子抽出物
紀州南高梅
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頁

注文
番号

48

3249

わさびのり(佃煮)

49

3267

鮭といくらの棒鮨

49

3268

52

933

54

943

か ん た ん 鍋 焼 麺 天 めん〔小麦粉、食塩、小麦たん白、加工澱粉、酸味料〕、うど
んつゆ〔しょうゆ、砂糖、食塩、たん白加水分解物、かつお節
ぷらうどん
エキス、合わせだし(煮干し、さば節、かつお節)、煮干しエキ
ス、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(原材料の一部に小麦
を含む)〕、天ぷら〔植物油脂、小麦粉、人参、澱粉、ごぼう、春
菊、乾燥えび、小松菜、酒精、膨脹剤、着色料(クチナシ、紅
麹)〕、ゆず七味〔香辛料、ゆずパウダー、香料、(原材料の一
部にごまを含む)〕
日 清 焼 そ ば U.F.O. 油揚げめん（小麦粉、植物油脂、食塩、醤油、香辛料）、ソー
ス（ソース、糖類、植物油脂、還元水あめ、食塩、香辛料、た
プチ
ん白加水分解物、香味油、ポークエキス、チキンエキス）、か
やく（キャベツ）、加工でん粉、カラメル色素、調味料（アミノ酸
等）、炭酸Ｃａ、かんすい、酸味料、ベニコウジ色素、焼成Ｃａ、
香料、酸化防止剤（ビタミンＥ）、炭酸Ｍｇ、香辛料抽出物、ビ
タミンＢ２、ビタミンＢ１、（原材料の一部に乳成分、りんご、ご
ま、ゼラチンを含む）
筍山菜炊き込みご飯 みずな、たけのこ、しょうゆ、にんじん、本みりん、還元水飴、
あぶらあげ、あらめ、わらび、食塩、昆布エキス、酵母エキス、
の素(2 合用)
たん白加水分解物、カツオエキス、醸造酢、豆腐用凝固剤、
乳酸 Ca、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

56

954

商品名

甘酒寄せ鍋(ストレー
トタイプ)

56

955

信州飯田のねぎだれ

57

961

料亭くずきり(本葛入

一括表示原材料名
しょうゆ（大豆（遺伝子組換え不分別）・小麦を含む）、糖類（砂
糖、水あめ）、わさび茎、のり、大根葉、広島菜、醸造酢、マル
トデキストリン、食塩、食用油脂、コーンスターチ（遺伝子組換
えでない）、寒天、米発酵調味液、ポークエキス／ソルビトー
ル、調味料（アミノ酸）、着色料（カラメル、クチナシ青色素、ベ
ニバナ黄色素）、増粘多糖類、酢酸Ｎａ、酸味料、香料、ビタミ
ンＢ１
精白米（富山県産）サーモンスライス 調味酢 いくら醤油漬
加工酢 おぼろ昆布 植物油脂 昆布だし 調味料（アミノ酸
等）ｐＨ調整剤 ダイズ多糖類（原材料の一部に小麦 大豆
ゼラチンを含む）

甘酒、糖類（ぶどう糖果糖液糖、砂糖、水飴）、食塩、鰹節エ
キス調味料（鰹節エキス（さばを含む）、食塩）、生姜加工品、
昆布エキス混合品、醸造酢（小麦を含む）／調味料（アミノ酸
等）、増粘剤（加工でん粉、キサンタン）

しょうゆ、ねぎ、砂糖、醸造酢、グルタミン酸 Na、酒精、増粘多
糖類、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）
馬鈴薯澱粉（北海道産）、本葛（5%以上）

り)

－ 5 －

頁

注文
番号

商品名

58

962

サトウの切り餅金芽

一括表示原材料名
水稲もち米（国内産 100％)

米もち

59

965

有 機 栽 培 ト マ ト ジ ュ 有機トマト
ース(食塩無添加)

59

966

有 機 栽 培 ト マ ト ジ ュ 有機トマト
ース(食塩無添加)

59

967

60

974

61

978

61

979

62

986

野菜生活 100 有田み 野菜（にんじん、ピーマン、ほうれん草、アスパラガス、小松
菜、クレソン、かぼちゃ、紫キャベツ、ブロッコリー、メキャベツ
かんミックス(季節限 （プチヴェール）、ビート、赤じそ、セロリ、レタス、はくさい、ケ
定)
ール、パセリ、なす、たまねぎ、だいこん、キャベツ）、果実（り
んご、オレンジ、うんしゅうみかん（和歌山産有田みかん１０
０％）、レモン）／クエン酸、香料、ビタミンＣ
甘酒&ジンジャー(粉 砂糖、片栗粉[馬鈴薯澱粉（遺伝子組換えではない）]、酒粕、
生姜/ビタミン C
末タイプ)
ディズニークリスマス 【麦チョコ】砂糖、カカオマス、乳糖（乳成分を含む）、小麦パ
フ（小麦を含む）、全粉乳、植物油脂、ココアパウダー／乳化
アソート
剤（大豆由来）、香料、増粘剤（アラビアガム）、光沢剤【麦い
ちご】砂糖、乳糖（乳成分を含む）、植物油脂、脱脂粉乳、小
麦パフ（小麦を含む）、全粉乳、イチゴパウダー／着色料（ビ
ートレッド）、乳化剤（大豆由来）、香料、増粘剤（アラビアガ
ム）、光沢剤【チョコフレーク】コーンフレーク（コーングリッツ
（遺伝子組換えでない）、砂糖、麦芽エキス、食塩、ぶどう糖
果糖液糖）、砂糖、植物油脂、ココアパウダー、全粉乳（乳成
分を含む）、脱脂粉乳、乳糖、カカオマス／乳化剤（大豆由
来）、香料、酸味料【星形チョコ（イチゴ＆ミルク）】砂糖、ココア
バター、乳糖（乳成分を含む）、カカオマス、全粉乳、植物油
脂、脱脂粉乳／乳化剤（大豆由来）、着色料（ビートレッド）、
香料【星形チョコ（ホワイト＆ミルク）】砂糖、ココアバター、乳糖
（乳成分を含む）、カカオマス、全粉乳、植物油脂、脱脂粉乳
／乳化剤（大豆由来）、香料【ハート形チョコ（ホワイト＆ミル
ク）】砂糖、カカオマス、ココアバター、乳糖（乳成分を含む）、
全粉乳、植物油脂、脱脂粉乳／乳化剤（大豆由来）、香料
全粒粉ミルクチョコビ 小麦粉、チョコレート（砂糖、カカオマス、全粉乳、植物油脂、
ココアバター、脱脂粉乳、ココアパウダー）、小麦全粒粉、ショ
ス
ートニング、砂糖、黒蜜、食塩／膨張剤、乳化剤（大豆由
来）、香料
ひとくちクリームチー
ズアイス

乳製品、チーズソース（乳成分を含む）、砂糖、水あめ、デキ
ストリン、食塩、グルコマンナン、乳等を主要原料とする食品
／トレハロース、増粘剤（加工でん粉、増粘多糖類）、安定剤
（増粘多糖類）、乳化剤、酸味料、リン酸塩（Ｎａ）、カロテノイド
色素、香料、ｐＨ調整剤

－ 6 －

頁

注文
番号

64

3517

商品名

一括表示原材料名

さ わや か低 脂 肪 ( 乳 乳、乳製品、乳糖/ピロリン酸鉄
飲料)

64

3523

九州の味焼肉のた
れ(中甘口)

醤油、糖類（砂糖、砂糖混合異性化液糖）、りんご加工品、水
飴、米発酵調味料、玉ねぎ、麦みそ、植物性蛋白加水分解
物、醸造酢、にんにく加工品、食塩、チキンエキス、澱粉、お
ろし生姜（生姜、食塩）、食用胡麻油、ごま、唐辛子、アルコー
ル、調味料（アミノ酸）、カラメル色素、（原材料の一部に小
麦、大豆を含む）／アルコール、調味料（アミノ酸）、カラメル
色素、（原材料の一部に小麦、大豆を含む）

65

3540

鶴屋光信栗ようかん

砂糖、小豆餡(小豆、砂糖）、栗甘露煮(栗、砂糖）、寒天

65

3542

エキストラバージン

食用オリーブ油（瀬戸内産）

オリーブオイル

65

3547

京 ら ー 油 ( 九 条 ね ぎ 食用大豆油・食用菜種油・唐辛子・ニンニク・ごま油・食塩・ね
ぎ・砂糖・調味料（アミノ酸）
入り)
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